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日本工業規格

1) ッパ及びギャンゲリッパ

の構造の安全基準

JIS 

B 6600-1978 
(19':沼確認)

Safet:y S怯ndards for Const:ruct:ion of Iミip Saw and Gang Rip Saw 

1.適用範囲こ るリッパ及びギャングリッバ 、て規定する。

{議 考ト リヅパ(1)及びギャングリッパは，との翠格の規定以外に労i襲安全衛生法(労働安全指生規員U 1支 rf 本教会E工用丸りこ盤

並びにその皮ぱつ予防装置忍び禽の接触予防装壁の構諸規格〕にもよらなければならない。

i主(1) JIS B 6512 (リップゾ~)者参罪、のこと。

乱用語の意味こ いる主な用語の

(1) 揺圧装難工作物を上方から加庄しながら，

る機能をもっ装置。

次のとおりとする。

よる るとともに工作物の逆走を予防す

(2) 送社装誰工作物を載せ，加圧装蹴とともにこれを探持して自動的に送る

(3) のこみぞ 丸のこの歯先な通すため，あらかじめ設けられ允キャタピラピース中央のみぞく国 1

(4) 反iまつ防止づめ 逆走しようとする工作物表面広直接食い込んで逆走を訪立する在割をもっつめ。

(5) 跳ね返り拐止づめ端;材，木j十等の跳ね返ワ

(6) 上部づめ 上方から工作物の表面に作用するつめ。

くす〉 下部づめ 下方から工作物広作用するつめG

3. リッ J<;

る もつつめ。

3.1 揺正装競 リッパには， として押さえロール， 加圧ばね，

次によらなければ記らないc

れる押さえロ

(1) のこ斡がテープノレより上にあるリッパでは，押さえロ…ノけま，主ロ…ノレと分割ロールとし主ロール泣丸の

この前後に少なくとも 1 本ずつ， 分割ローんは， のこ身をはさむ位置に少なくとも 2 麗繕ええまければなら

ない口

(2) のこ軸がテーブルより下にあるリッパでは，主ローんを丸のこの前後に少なくとも 2

えまい。

(3) 五ロールの長さは，

し、Q

ローノレとのこ身と

ヅパでは 6mm

とし

のこ拝 35合 mm

誌ならない。

(5) 押さえロー/レの材料は， JIS G 5501 

号 i 舟規格: JIS B 6512 りッブソー

JIS G 3101 

JIS G 5501 

JIS G 5502 

関連規格: JIS B 0114 木材加工機械の名称に関する

JIS 詰 4802 木工用丸のこ

JI日 B 6501 木材加工機J撲の試験方法通則

える ζ とができるものでなければならな

リッパでは 4mm を， のこ窪 350mm を越えるリ

る FC20 又はこれと同等以上のさ i張強さを
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もつものとする。ただし，工作物じ

ること会:でトきる。

ないため，押さえロ ゴム，合成樹脂等を用レ

(6) 押さえロー 工作物の j手き上がり 11::する乙とができる強さをもつものでなけれぺど

ならな L 、。

(7) 会押さえローノレは，確実な送材が可龍なよう

(a) のこ i識と各押さえローノレとの平行変。

(b) キャタピラチェーン又は送りローノレの

(c) 送材装置の送材方向と各押さえロー

各項目につし しなければ左らない9

と各押さえロ…んと

と

(長〉 各押さえロールの

(8) 押さえローんの昇降袈鞭は，工作物の障さにÞG じて高さを調整できるもので，押さえロ…ノレの昇降量を正薙

る樺造とし送材中に上下方向に動かないように菌定できる機種でなげればならなし、。

3.2 送材装置 リッパには，送材装置としてキャタピラ装置又は送りロール装置を欝え， 次によらなければなら

なL 、。

(1) キャタピラチぶ…ンの幅は，加配装置ととも

(お〉 キャタピラピースの材料は， JIS G 5501 

して送材できるものでなければならなL 、。

る FC25 又はこれと詞等以上の引張強さをもち， m摩

耗性の高い材料でなければ段ら主い。ただしのこ箆 300 mm 以下で送り用モータの定格出力 0.75 kW 以

下のリッパについては，ヲ|強強さはこの様ちでない。

(3) キャタピラピースの表部は，工{乍物との間に滑りの生じじくいような講造をもつものでなければならない。

(4) キャタピラピースののとみぞには，翻 1 のようにゴム，強化木，鉛，シ…ルキオ等の充てん材を脱落すること

のないように十分強間に埋め込まなければ之らない。

関 1 のこみぞと充てん材

(5) キャタピラチ瓜…ンは，確実な送材が可誌なように，次の各項目につし

(a) のこ鞍中心擦とキャタピラチェーン上面

(b) のこ車命中心議に垂置な留とベユャタピラチ広…ン走行方向と

(c) のこ:制上下動とキャタピラチヱーン上回との註角度。

(d) キャタピラチェ

し在ければならない。

(e) 

(6) 

ブノレ富からキャタピラチェーン上部までの高さ。

ロハ
ノ

し，送りロ…/レの数，記壁，持さえローノレと

としなければならない。

また，運転中に上下のローんの間に手が入らないような構造でなければならない。

3.3 反ばつ訪止づめ設び跳祖返り防止づめ

3.3.1 リッノ之 tこ t主， り防止づめを必ず錆えなければならなし、
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また，必要に応じて，反ばっ防止づめを備えなければならない。

3.3.2 つめり構造，形状忍び寸法つめの構造，務状及び

(1) 反ばっ防止づめ 反ばつ訪止づめは，涼射として

範囲のものとする。

次による告

とし国2 で次のような寸法の

なお， 十分，鋭利でなければならなし、

国 2 つめの形;法及び寸法

↓
キ

J叫
吋

2
 

・
?
e
e

‘
且
.

漆(2) この培技は，規定するす設の範盟内で変更することができる。

(a) dvま， しいものとし， よる る大きさでなけれ

ばならなし、

〈る ) b 及び /2 は ， d 以上とする。

(c) II は， 100 mm  以上とする。ただし

又は抜触角 α 〔悶 4 参照〉

II を 100 mm  ヤア

て

ようにする。

(3) 

(つでできる限り大きく

注〈う つめが，その先端部で工作物に接触しているとまにつ拾によって工作物が受ける間態。

くつ 3.3.4 つめ到の数，幅及び高さの (2 の (a)。

(d) t は 8mm以上とする。

(e) ß は季初。以上梯G 以下とする。

(2) 跳ね溜りlJjj止づめ 跳ね返り防止づめは， J: 日づめとし の形状及とjごす法は， (1) 

j上づめの規定による。ただし t は 3mm 以上 12mm 以下とし， I 1 が長いほど t を大きくする0

3.3.3 つめの材料つめの材料は，次むよる。

(1) 反{まつ防止づめ 反ぱつ訪止づめの材料は， JIS G 3101 (一般構造用EE誕鋼材〉に規定する SS41 又は

これと同等以上の機械的性資をもつものとし先端は硬北主主理を行って;討空襲耗性を高くする。

(2) 跳ね返り防止づめ 跳ね返り防止づめの材料は， JIS G 3101 に規定する SS41 又はこれと

械的性質をもつものとする。

3.3.4 つめ手IJの数，櫨及び高さ

(1) つめ到の数及び幅

稿及び高さは， よる。

(a) のこ径 350 mm を超えるリッバじついては， 1 列以上，跳ね返り防止づめを 2 列以上

配列する。

(b) のこ窪 350 mm 以下のリッバ応ついて段， 跳ね返り

ることヵ:で、きるむ

周りに欝き得る状態で，できるだけすき間なく並んでいなければな

2 軒以上配列する。この場合参 1 列の

Cc) 各列のつめは，

らない。

自由
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(d) 反ばつ防止づめのつめ列の鵠は?主ロールの長さ以上とする9

(e) 跳ね返り防止づめのつめ列の緩法，丸のこの中心か

合間 3~こ示すように，キャタピラチェーン上国又は送りロ

九のとこの中心から 150 tJ.上開いているものとする。

いなければならなし、。この場

いて， いずれか一つのつめ列

関 3 つめ妻誌の錯( 1) ッパ〉

っきち民

(f) 跳ね返り のつめ持の各列院で個々のつめは，関 3 じ示すよ としなければならない。

(2) つめ到の商窓

(a) つめデIJ の高さは，

と接触した状態に保た払 かつ，

さでなければならなし、

民 4 援触角

きのいかんにかかわらず，

α(函 4) が，震に 650 以上 800

〈る〉 践ね返り 1&きょとづめのつめ列の高さは，機識の諒蔀のいかんにかかわら，

ラチェーンタ又はテープノレにJ接触した状態に謀たれる高さでなければならなL 、。

ャタピ

また，つめ拭進入される工作物によって大きな抵抗がなく押し上げられ，その通過後には速やかに元

までもどらなければならなし、

(c) 反ばっ防止づふうぞ〉つめデInこは3 つめ

らなし、。

(d) ストッパは，跳ね返り又は逆走による

たぷうのストッパを設けなければ記

るもちで立:ずればならなし、
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a.4 集じん力パー リッパには，のこくず，切りくず等の落下によって， "器材装 i草加庄装置，反ばつ訪止づめ及

が跳ね返り防11:.づめの接能が損なわれないように，集じんカパ}を構えなければならない。銘じんカパーは，のこくず，

りくず\Jf;の柴じん口への謹れを円滑にして集じんの効率を高めるため，次の各項目について十分応法草;しなければな

らない。

(1) 集じんカバー内面の構造及び形状。

(2) 薬じん口 及び方向。

(3) 

3.5 その他の装聾 リッバには，安全性を増すため，次のよう り有けることが望ましい奇

(1) のこ軸及び視材部l官のブレ

(2) 停電時の自動開路式動力用スイッチ9

4 ギャンゲリッ I~

4.1 加庇装置 ギャングリッパには， として押さえロール， 111:1圧ばね， される押さえロ

，次によらなければならない。

(1) 押さえローんは，丸のこの前後に少なくとも 1

(2) 押さえローんの長さはき材装置の幅を基準とし，

らない。

なければならない。

さえることができるもの

(3) 押さえローノレの材料，

のま完定による。

平行度， 昇誇装i宣等辻 3. り‘y パの 3.1 の (5λ(6) ， (7) 及び (8)

4.2 薮押さえ装置 ギャングジッパには，と〉 に工作物が浮き上がるのを訪止する較押さえ装置を備え，次に

よら設ければならなし、。

(1) 杭押さえの取付装置は，板持さえ

ることのできるものでなければならない。

(2) 板押さえの取付装註の11Q庄ばねは，板押さえ

(3) 板押さえ装罷のお庄ばね及び板押さえは，

なければならなし、

ち方向と平行になるように根押さえを取り付け

える力を調節できるものでなければなら友い時

りを防止することができる強さをもつもの

4.3 送材装童 ギャングリッパιは，

ればならない。

としてキャタピラ 又は送りロー 次によらなけ

(1) キャタピラピースの材料は， JIS G 5501 に規定する FC25 又はこれと ラ をもち， 耐摩

い材料でなければなら主い。

(2) キャタピラチ z ーンの幅，キャタピラピー キャタピラチェーン 送りロー/レ

3. リッパの 3.2 の (1λ(3) ， (5) 及び (6) の規定による9

4.4 反{まつ防止づめ及び践怠返り訪止づめ

し、。

4.4.1 ギャングリ には， 反ばっ防止づめ及び 号訴止づめを必ず備えなければならな

4.4.2 つめの構造，形状及び寸法 形状及びす法は，次による。

(1) 反ぱつ主主止づめ 反ばつ防止づめは上部づめとしその講造，形状及び寸法は， 3. 1) ッパの 3.3.2 の

(1) の規定による。

(2) 接ね返り防止づめ 跳ね返り 及び下部づめとする。

上部づめの形状及び寸法は， 3. 1) ッパの 3.3.2 の (2) の跳ね返り訪止づめの規定による。

なお，下部づめの形状及び、す法は， 4.4.4 の〈お)の (b) の規定を溝是するために盟議の b 及びんを

大きくするほかは，上部づめと i宅捜とする。
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4.4.3 つめの材料つめの材料は，次による。

(1) 反ぱつ防止づめ 反ばつ防止づめの材料は， 3. リッパの 3.3.3 の (1) の規定による。

(2) 跳ね返り防止づめ 跳ね返り防止づめの上部づめの材料は 3. リッパの 3.3.3 の (2) の規定による。

なお， 下部づめの材料は， JlS G 3101 に規定する SS 41 , JIS G 5502 (球状黒鉛鋳鉄品)に規定す

るもの又はこれらと同等以上の機械的性質をもつものとする。

4.4.4 つめ列の数，幅及び高さ つめ列の数，幅及び高さは，次によるo

(1) つめ列の数及び幅

(a) つめ列の数は，反ばつ防止づめを 1 列以上，跳ね返り防止づめを 2 列以上配列する。

(b) 反ぱつ防止づめのつめ列の幅は，丸のこの最大取付け幅以上とする。

(c) 跳ね返り防止づめのつめ列の幅は，左右の最も外側の丸のこの中心から左右に十分に延びていなければ

ならなし、。 この場合図 5 に示すように， キャタピラチェーンjご面又は送りロール上面において，いず

れか一つのつめ列の両端が，それぞれ左右の最も外側の丸のこの中心から 15 0 以上聞いていなければな

らない。ただし 側方防護板を跳ね返り防止づめのつめ列の端に接して備える場合には， この限りで

ない。

図 5 つめ列の幅〈ギャンゲリッパ〉

ð，又は占z主 15-

つめ列

(d) つめの作動及び配列は， 3. リッパの 3.3.4 の (1) の (c) 及び (f) の規定による。

(2) つめ列の高さ

(a) 反ばつ防止づめ及び跳ね返り防止づめのつめ列の高さ，ス卜ッパ等は， 3. リッパの 3.3..4 の (2) の

規定による。

(b) 跳ね返り防止づめの下部づめのつめ列の高さは，機械の調節のいかんにかかわらず，つめの先端が，常

にキャタピラチェーン正面又は送りロール上面より十分に上方に突出した状態に保たれる高さでなけ

ればならなし、。

また，つめは送入される工作物によって大きな抵抗がなく押し下げられ，その通過後には速やかに元

の位置までもどらなければならない。
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4.5 親.11方競譲桜 ギャングリッパには，側方む飛び百:iす端材を捕らえる長IJ方防護粧を備えなければならない9

4.6 集じんカバー 3. 1) ッパの 3.4 の規定による。

4.7 その他の装聾 ギャングリッパには，

(1) のこ軸及び j五十オ装賓のブレーキ

(2) 場停時ジコ自動閉路式動力用スイッチ。

次のよう り付けることが盟ましいの
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1) ッパ及びギャンゲリッパの構造の安全基準解説

1. まえがき 近年の木材加工機域業界における技能の進歩はめざましいものがあり， その性能の向上は著しいもの

がある。高速イι 高出力化された機械は，操作の便利や生産性の向上誌もとより，高度に加工された製品をも

にまでしている。しかし反到，大部分を多くの中小企業が受けもっている木材加工業界における労働災警は極めて多

く，製造業のなかでも上位をさめている。 このうちリッバ及びギャングリッバによる労働災容は最も多く， その対策

も種々とられてはいるが，以前か

望されていた。これ

も ら 4

る の JIS を作成すること

る探準化のための し，

工作議械を追加してラ

JIS も，こ

及びギャングリッパ

JIS き日

て制定したものである。

2. JIS 制定iこ当たり参考とした資料

( 1 ) JIS B 0114 木材加工機械の名称に関する用語

(2) JIS B 4802 木工用;丸のこ

(3) J1886501 木材加工機敏の試験方法通員Ij

(4) JI8 B 6512 ヲップソ

(5) 木工機械の安全化技術に関する

ちw

L岬

研究のデータは JI8

3. 審議中問題iこなった主な点

パであったが，主な点をみると次のとおりで、ある。

となるベ JIS 

-実施されているが，

研究を行っている。すなわち，機械

として取り

る。この

して，リッパ

昭和 52 年度ぷおし、て，その

, ここに JIS とし

らの委託で実諾したもので， その

尚〉。

ところがあるため主として審議されたのは1)ッ

3.1 規格名称について これは当初の おいては「リヅバ及びギャングリ、y パの

造問!という

だけ

その内容も，つめの形状，

仏む

その内経も総合的なものとした。

3.2 適用範臨について よ

も労働安全衛生法に基づく

にもよお

及び

らないとした。

また， JIS B 6512 (リップソー〉についても，こ

3.3 加庄装置について

としたものであったが，

きであるとし、うこと，

とは言えないので， 構考として， この JIS

こ盤並び iこその反ばつ予知装置及び

ょう した。

し，

(1) リッパの加l圧装宣のうち押さえロールについて初めは“持さえロールは，主ローノレと分割ロ」ルとし主ロ

ルは丸のこの前後に少なくとも 1 本ずつ，分割ロ…ノレは，のこ身をはさむ位鐙に少なくとも 2 組競えなけ

れ認ならな L 、。"としたが，最近，のこ軸がテーフツレの下広島るリッパがm場にでてきたため，教誌の結果，

解 1



のこ軸が上にあるヲヅパと，下にあるリッパとに区分して襲定した。

(2) 分割ロ…ノレとのこ身との間揺について， 初めは
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陪 6600…1978 解説

大大.きいものはこれでは小さすぎるということ wでぞ，検討の結果のこ径 350 mm 以下のヲッパで法 4mm を参

のこ謹 350 mm を結えるリッパではる mm を超えてはならない口"とした。

しかしこれについては安全上から見た場合は好ましいことではなしべ労鱒省産業安全研究所〉な

見もあったが，機械的にもやむをえないため，将来は何らかの装置等によって間階、を少なくする方向にもっ

てゆくことで、意見の一致をみたので，今回はこのままとし今後検討することとした。

3.4 つめについて

(1) つめの

ザつ

とが丈事なの

いてつめの先端辻，読め誌“研乱研摩(一度は“切削"になった。〉等によ

ものとする口"とあったが，工作方法について規定する必要もなく，むしろ逆走を訪止するこ

るからということで，“十分，鋭利で主ければならないJ とした凸

(2) 社料において皮ばつ防止づめの先端比“焼入れ地理"を行って耐磨耗性を高くするとあったが， JIS G 3101 

〈一般構造用庇魁鋼材〉に規定する SS 41 は焼入れは不適当であるというので，これを単に“硬化処盟"とし

た。これは何らか もよし、か ると L 、う意味合し るというので， JIS 

処理用語で規定している表面硬化処理等の用語は，あえて{実用しなかった。

3.5 ギャンゲリッバiこついて ギャングリッパについてはジヅパと講造が異なるため，似flfl さ

ね巡り防止用)，長IJ:えi !Vj護坂等の規定を設けたり

4. 原裏作戒の審議過程において問題となった点

下部づめ(跳

(1) ザッパの送材装置であるキャタピラチぷーンを構成するキャタピラピースの持粍については多混在，比較的小

主の機械扱って合成樹脂製のものが伎JlJ されているようである。これについては，特に蹄鉄観に比べて劣る

とは忠われなし、。むしろ， コストの低減，給illl作業の不安，工{乍物に主主して汚れ， きずがつかないなどの利点

があるので認めてほしいと一部のメーカーか

に限って使用していることがわかった。

ってみると，

しカミ ら ヲ!張強さ， り きさの機械ま

データがないので，

(2) またキャタピラピース

ことはした。

、て，滑りの生じにくい構造とあるが，

J によると，走行方向ι 品。 額斜の碁盤司状のものが認ましいとなっている。しかしその後の調査に

よると，必ずしもそのような結果ばかりではないので，工ít物の逆走と蜜接な関係があるこの規定については，

はっきり まで現状のような諜現になった。

(3) その能， 1 と跳ね泡り防 iとの機能をも り付けた機構につし

ような講遺では安その効果は期待できないと し、こととした。

(4) つめ到の端が丸のこの中心から 150 以上開いていることについては，

っているので原案どおりとした。

したが， この

、ても 150 以上とな

(5) 跳ね返り防止づめのつめ到の高さにおいて，“つめ ャタピラチェー γ 又はテーブルに接触した

…・"とあるが， 常時このような状態におくと かえって実状に即さないということ

この状態とは，

との解裂をとることとしたD

している場合と，まさにその状態にならうとする場合とが含まれる

5. 安全基準の作成立離して この安全基準を{乍成する上に， ロール，キャタピラピース及ひとつめの材料の規定につ

いては現在袋舟されているものは勿論，将来使用可誌となるものを安全面から考議して規定し，その製作・

そ〈題。)害とならないように記慮したつもうで為る。

しかし材料について らいえば JIS 広あるものは， JIS 

解 2

住用を議譲先とする り，それらの
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，"(も数値で規定できるものは抽象的でなく，極力，明確に規定すべきである。

これは構造についても言えることで，今設の安全基準の JIS をf乍ってし、く上で，十分に検討する J必要があると思われ

る。

従来，木工機該国係の JIS 拭，機械又はそれらの逆転検査方法や講度検査方法の規格が多かったが，命回のこの JIS

は，木工機械関係においては初めての安全化を霊的としたものであり，木工莱界において誌画期的立ものである。

市場に出回っているものを対象にして，将来のあるべき機謹を JIS 化したもので，完全とはいえない

そのほとんどの態的を達したと評価してもよいであろう a

しかし，この JIS どおちに作られたものが安全で為るためには，今後とも調主・研究を必要とするところであるが，

法簿や基準の整犠だ汁でなく，生産者の安全のためのたゆまざる技結開発や使用者の正しい操作があってこそ，より

されるで三うろう。

解 3.



JIS 規格票の正誤県が発行された場合は，下記の要領でご案内いたします。

(1) 当協会発行の月刊誌“探準化ジャーナル"に，正・誤の内容を掲較いたします。

(2) 毎月第 3 火曜日に' “日経産業新問..及ぴ

が発行された JIS 規格番号及び規格名材称、をお知らせいたします 。

正誤票 をご希望の方は，下配 (普及)へご連絡頂けれ，;rご送付いたします。

なお， 当協会の JIS 予約者の方には，予約されている 部門で正器禁が発行された場合は自動的に

お送 り致します。

]IS B 6600 
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